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連携事業における学習指導のあり方に関する考察 

－木造住宅耐震診断ボランティア活動－ 

 

千葉県立 ○○○○ 高等学校 ○○ ○○（機械科） 

 

１ はじめに 

１９８１年６月の建築基準法改正において，木造住宅の耐震基準が強化された。その後，１９

９５年に起こった阪神・淡路大震災においては，１９８１年“以降”に建てられた建物の被害が

少なかったことが報告されている。裏を返せば，１９８１年５月“以前”に建てられた建物を中

心に，耐震診断や耐震補強が強く求められるようになったわけである。 

耐震診断を行うためには，構造および診断手法に関する実務的知識が必要である。工業高校建

築科の生徒は，「建築構造」等の科目で基本的な知識を習得するが，実際に診断を行うにあたって

は，彼らが身につけた知識を活かすための指導・助言が不可欠であった。 

平成１５年度，当時，日本大学理工学部非常勤講師の八島信良氏（工学博士）のお誘いを受け

る形で，千葉県立市川工業高等学校（筆者の前任校）において木造住宅耐震診断ボランティア活

動が始まった。以後，民間のコンサルタントも務める八島氏の全面的な指導・助言の下，本活動

は継続・発展してきた。 

本研究では，前任校において，これまで行われた活動の概要および手法をまとめ上げるととも

に，活動による学習指導上の効果および今後の展望について分析・考察することが目的である。 

  

２ 研究対象 

(1) 活動主体 

ア 建築科３年生課題研究班 

  毎年，建築科では３年生の「課題研究」において，生徒が希望によりテーマごとのグルー

プに分かれ，それぞれ課題研究班として活動を行う。「耐震班」については少ない年で２クラ

ス合同４名，多い年で各クラス６～７名のメンバーで構成されている。毎年，中心になって

活動するのがこの「耐震班」の生徒たちである。 

イ １，２年生 

  建築についての知識はまだ少ないので，主要メンバーのサポート役を担う。 

ウ 卒業生 

  かつて３年生の課題研究班で活動したメンバーである。大学・専門学校の学生を中心に声

をかけることが多い。 

(2) 活動内容 

  ア 耐震診断ソフトによる演習 

   診断には木造耐震診断用のパソコンソフトを使用するため，３年生の課題研究班のメンバ

ーたちは，まず最初に操作方法の練習を行う。２年生の「実習」でソフトを使った演習を行

ったこともあった。 

  イ 現地調査演習 

   八島氏の自宅をお借りし，現地調査の演習を行っている。 

  ウ 夏季公開講座 
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   夏季休業中，主に市川市内の住民に告知し，自宅の間取り図を持参してもらったうえで，

耐震診断ソフトによる耐震診断を行っている（図１）。 

  

図１ 夏季公開講座 

 

  エ 現地調査 

   夏季公開講座で希望があった住民の自宅に行き，現地調査を行う。１軒の診断に要する時

間は約２時間。 

  オ 簡易耐震診断 

   大人数で町内あるいは地域を「まるごと」診断する。ただし，通常の診断をする時間はな

いので，主に外観目視および住民への聞き取りによる簡易耐震診断である。 

  カ 耐震補強 

   現地調査で入力したデータによる診断結果をもとに，補強案を検討し，依頼者に提案する。 

  キ 公開実験 

   耐震診断や耐震補強にとどまらず，減災も視野に入れて下記の各種実験を行ってきた。 

(ｱ) 各種壁の耐力実験 

試験体を水平に倒し，油圧ジャッキで左右に荷重を与えて，各部の変位を測定し，ひ

び割れ等の変化を観察した（図２）。 

(ｲ) 救済住宅の建設実験 

     地震で倒壊した建物の廃材利用を想定した，仮設住宅の建設実験である（図３）。 

  

図２ 各種壁の耐力実験            図３ 救済住宅の建設実験 



工－２－３ 

 

 (3) 活動時期 

ア 授業日 

   建築科３年生は，毎週水曜日に「実習」（３単位）と「課題研究」（３単位）の授業を６時

間連続で行っている。１日単位で行う授業なので，外に出かけたり，長時間の連続実験を行

なったりするのに都合が良い。 

  イ 土・日 

   土・日だと１，２年生や卒業生も一緒に活動しやすい。 

  ウ 夏季休業中 

   １日がかりの行事を実施するうえで，細かい日程の調整がしやすい。 

(4) 依頼者 

  ア 地域住民 

   市川市の広報で夏季公開講座の参加者を募集したり，市川市との共催で耐震に関する講演

会を実施したりしてきたが，参加人数が頭打ちになっている。 

  イ 町内会 

   船橋市および市川市の町内会から耐震診断の依頼を受けた。 

平成２１・２２年度は，市川市平田町会，日本大学生産工学部神田研究室と合同で簡易耐

震診断を行った。また，平成２２年７月には，本校のある平田町会と市川市の３者で「安心・

安全なモデル地域づくり活動に関する協定」を結んだ。平田町会では，耐震診断に関しては

一区切りついた状態である。その後，平田町会に引き続き，市川市新田２・３丁目自治会に

おいて町内の簡易耐震診断を実施した。 

  ウ その他 

   寺院や古民家（習志野市教育委員会から依頼）といった，住宅以外の伝統構法の耐震診断

も実施した。   

(5) 連携組織 

  ア 大学 

   公開実験では日本大学理工学部，簡易耐震診断では日本大学生産工学部の研究に協力する

形で活動を行った。大学における研究活動の一端に触れることができた。 

  イ 町内会 

   もともと地域とのつながりはそれなりにあったが，耐震診断を通じて結びつきがより強く

なった。また，地域住民と生徒との直接のコミュニケーションは，貴重な体験となった。 

  ウ 行政 

   市川市との共催による夏季公開講座では，生徒が住民の耐震診断を行うとともに，市川市

の担当者が耐震改修助成制度の説明を行った。 

  エ 企業 

   各種壁の耐力実験では地元工務店の方々に見学してもらい，意見をいただいた。また，耐

震補強を希望する依頼者に地域の信頼できる業者を紹介した。 

  オ 報道 

   市川よみうり，JCN 市川といった地元メディアをはじめ，NHK や読売新聞等の報道機関

からも取材を受けた。また，平成２３年度には千葉日報社主催の千葉教育大賞を受賞した（図

４）。 
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図４ ２０１１千葉教育大賞 贈賞式の様子 

 

３ 研究内容 

(1) 現地調査 

  ア 調査項目 

   想定される地震力，各種壁の耐力およびバランス，劣化度，地盤・基礎の状態をデータ化

するために，下記の項目について調査を行う。 

(ｱ) 間取り 

     建物の平面形がＬ字型やコの字型などの不整形だったり，上下のバランスが悪かった

りすると，力の伝達がスムーズに行かず，どこかに応力が集中して壊れやすくなる。 

(ｲ) 外観・仕上げ 

     屋根材の種類（重量）を積載荷重に反映させるとともに，外壁や屋根の劣化度を減点

項目として点数化する。また，内・外壁の仕上げの種類や厚さを壁強さに反映させる。 

(ｳ) 壁（筋かい） 

     在来軸組構法においては，主に筋かい（図５）や構造用合板などが水平力（地震力）

に抵抗する。これらの壁の量や配置バランスは耐震性に大きく影響する。 

(ｴ) 柱 

傾斜計を柱に当てて傾きを測定する（図６）。0.2％（2/1,000）を基準としてＸ・Ｙ方

向それぞれを測定し，建物の一部あるいは全体的な傾斜が見られるか確認する。 

  

図５ ２階天井裏から見える筋かい上端部         図６ 柱の傾きの測定 
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(ｵ) 床下 

     土台の腐朽や蟻害がないか確認する。 

(ｶ) 基礎 

     基礎にひび割れが発生していないか確認する（図７）。また，コンクリート内部に鉄筋

が入っているかを確認するために，特殊な器具を用いて探査する（図８）。 

  

図７ ひび割れの幅の測定           図８ 器具による鉄筋探査 

 

   イ 依頼者への聞き取り 

    過去の被災経験や増築，リフォーム等の状況について，依頼者から聞き取りを行う。 

   ウ データ入力 

    調査や聞き取りの結果を耐震診断ソフトに入力する。（図９，10） 

 

図９ 「壁の仕様」の入力画面（一部抜粋） 
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図 10 「１階平面図」の入力画面（一部抜粋） 

 

 ※調査対象において存在するすべての壁仕様の種類を作成し，それぞれの種類の壁を間取りに

入力していく。例えば，図９で「壁仕様①」として作成された壁が，図 10 において「①４２」

の壁として入力されている。 

エ 結果報告 

   依頼者に耐震診断ソフトの画面を見せながら，それぞれの調査結果および診断結果につい

て説明する。 

(2) 簡易耐震診断 

ア 調査地域の分担 

   調査が広範囲に渡るため，各グループのエリアに分割する。それぞれのエリアの住宅地図

をもとに，調査対象である木造住宅を拾い出す。 

  イ 「Googleストリートビュー」による外観調査 

   Google ストリートビュー（注：Googleがインターネットを通じて提供している Webサービ

ス。全天球カメラを地面から高い位置に搭載した車両を多数走らせて撮影した道路沿

いの風景が，Google マップおよび Google Earth 上で，地上約 2.45 メートルから撮影

された 360 度のパノラマ写真で表示される）を活用して，建物の屋根（荷重つまり地震
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力），壁量（耐力），劣化度を外観により点数化する。 

ウ 現地調査 

   「Google ストリートビュー」に映らない住宅については，直接現地に赴き，目視により確

認する。 

 

４ 学習指導（現地調査を例にとって） 

(1) 評価 

 評価規準 観点別評価 

関心・ 

意欲・ 

態度 

耐震診断を行うにあたり，依頼者に配

慮しながら，自らの役割を積極的に果

たしている。 

・依頼者にあいさつができたか。 

・作業服を正しく着ているか。 

・事前打ち合わせ時の態度は良いか。また，不明

な点については質問しているか。 

・安全に配慮して作業しているか。また，室内の

汚れや破損に気をつけているか。 

・迅速に作業を行っているか。 

・他のメンバーと協力して作業を行っているか。 

・正しい言葉遣いで依頼者と接しているか。 

思考・ 

判断・ 

表現 

対象物件に応じた適切な調査手順や

手法について考慮している。 

それぞれの調査項目について，基準に

照らし合わせながら適切に判断して

いる。 

各調査項目から耐震性能を総合的に

判断し，依頼者等に説明できる。 

・室の大きさ・形や開口部の位置・大きさを記載

した間取り図を作成できたか。 

・筋かいおよび金物の有無を確認できたか。 

・床下の状態を確認できたか。 

・屋根および壁の仕様を認識できたか。 

・各部の劣化状態を確認できたか。 

・主要な柱の傾斜を測定したか。 

・必要な写真を撮っているか。 

・担当作業の結果について，指導者や依頼者にわ

かりやすく報告できたか。 

技能 機器や道具を適切に使用して，迅速か

つ的確に調査を行っている。 

・傾斜計を正しく使っているか。 

・ひび割れの幅を正しく測定できたか。 

・基礎の鉄筋の有無について，機器を用いて確認

できたか。 

知識・ 

理解 

木構造および耐震診断に関する基礎

的な知識を身につけている。 

・部材の名称や仕様を知っているか。 

・安全性の判定要素について知っているか。 

・安全の基準となる各数値を知っているか。 

(2) 指導上の留意点 

  ・移動時間も含めて，本校の「看板」を背負っているということを認識させる。 

  ・事故および室内の汚れや破損がないように生徒の動きを観察する。 

  ・各自の作業ペースを観察する。ペースの遅い生徒については，適宜指導する他，作業の終わ

った生徒にサポートを指示する。 

  ・作業手順や機器・道具の使用方法が正しいか観察する。間違いについては適宜指導し，場合
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によっては作業をやり直させる。 

  ・関連知識について補足説明する。 

 

５ 平成２６年度の活動 

 平成２６年度の３年生耐震研究班は，男子１名，女子３名の計４名だった。そのうち，建築方

面の進路を希望しているのは，男子１名（就職），女子１名（専門学校）の計２名である。 

 また，本校卒業生が日本大学生産工学部で耐震診断を卒業論文のテーマにすることとなり，母

校で後輩と一緒に研究を進める形となった。 

 平成２６年度の主な活動内容は以下のとおりである。 

(1) 新田２・３丁目旧自治会館耐震診断（４月３０日） 

町内の簡易耐震診断を予定している新田２・３丁目で，たまたま取り壊し予定の旧自治会

館があり，許可を得て調査演習を行った(図 11)。取り壊す予定なので，建物内であまり気を

遣う必要がなく，筋かいの有無を確認するために，天井板を剥がして進入口を設けた（図 12）。 

  

図 11 床下の点検              図 12 天井裏の点検 

 

(2) Ｋ邸・Ｓ邸耐震診断（５月１４日） 

新田２・３丁目自治会で耐震診断の希望者を募ったところ，数軒の応募があったので，午

前・午後それぞれ１軒ずつ現地調査を行った。大学生も参加し，高校生に指導・助言を行っ

た（図 13）。 

  

図 13 大学生に指導を受ける市川工業高校生徒 
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(3) 新田２・３丁目簡易耐震診断（５月３１日） 

新田２・３丁目にある木造住宅約 1,200 軒のうち，約 1,000 軒の簡易診断を行った。実施

日が土曜日なので，卒業生に声を掛けたところ，８名の参加があった。一方，在校生の参加

者は少なく，１年生１名，３年生１名の計２名だった。 

作業にあたっては，エリアを１１区分に分割し，それぞれ２人１組で各エリアを分担した

（図 14）。また，現地調査では自治会の役員も同行し，３人１組で各住戸を回った（図 15）。 

  

図 14 ストリートビューによる外観調査       図 15 現地で対象住戸を確認 

 

(4) 田尻自治会館・河原公民館耐震診断（９月１７日） 

市川市の依頼を受け，市川市内にある自治会館の耐震診断を行うこととなった。 

   診断するにあたっては，自治会役員に立ち会ってもらうとともに，診断の妨げとなる状況

（床下地が釘打ちされており，床下が覗けない）については，両者で対応を協議のうえ，自

治体役員に下地板を剥がしてもらい，隙間から床下を撮影した。 

(5) 発表・報告（３月２０日） 

新田２・３丁目自治会館において，３年生２名が１年間の活動報告を行った（図 16）。ま

た，電気科３年生２名が「筋かい探査ロボットの開発」について説明を行った（図 17）。 

  

図 16 耐震診断についての活動報告      図 17 筋かい探査ロボットの説明 

 

６ 平成２７年度の活動 
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 平成２７年度は，３年生男子５名による耐震研究班で活動を行った。平成２６年度に引き続き，

新田２・３丁目の簡易耐震診断を行い，個別の耐震診断も２軒実施している。 

 １軒目の診断では，天袋上部の板を簡単にずらして天井裏を覗けた一方，床下はリフォームの

際に根太を余計に入れられたらしく，生徒が入り込むのに多少手間取った（図 18）。 

  

図 18 個別診断の様子 

 

７ 生徒の感想（回答文より引用） 

「家がまっすぐ建っていると思っていたが，傾斜計を用いて計測してみると，いろいろな方向

に傾いていることがよく分かった。日大の先輩方と一緒に診断を行って，知識量も豊富で頼り

がいがあった。２階の天井裏に上ったが，部材の上に釘が出ていたり，暗かったりで作業が大

変だった」 

「簡易耐震診断には，個人の費用がかからず，簡単に街ごと診断を行える。そのため，防災に

非常に役に立つと思う。この診断を広めて，より多くの人たちの役に立てばいいと思う。「新田

２・３丁目の簡易耐震診断」では，初めての耐震診断で，よくわからなかったが，診断に慣れ

た先輩方のおかげで，診断方法をよく理解できてよかった。また，自宅の耐震にも興味を持っ

た。これから自分でも簡易的な診断ができるため，実践してみたいと思う」 

「実際，現地調査をしてみて，部材や構造を見てみると，改めて自分の学んだ通りなのがよく

分かった。頭に染みついた」 

「座学と違う視点からも建築を学ぶことができた。（自分は潜らなかったけれど）床下が汚そう

だった。依頼者からは，『プロと同じ技術があるのがすごい。助かる』と言われた。年齢や立場

の異なるいろいろな人たちと関わることができた。弁当をごちそうになってうれしかった」 

 

８ まとめ 

(1) 学習指導上の効果 

ア ボランティア活動を通じた社会的関心および学習意欲の向上 

  社会経験の浅い生徒たちにとって，普段，授業で自分たちの学んでいる内容が，世の中に

どのような形で役立っているかについては，意識しないとなかなか見えてこない。 

ところが，診断先では住民の方々が尊敬と感謝の念を持って生徒たちに接し，診断が終了

すると労いの言葉をかけてくれる。また，ジュースやお菓子をふるまったり，時には昼食を

ごちそうしたりと，親切にもてなしてくれる。彼らが人々の役に立っていることを目の当た

りにすることにより，使命感を自覚するようになり，学習意欲を高めることにもつながる。 
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また，一連の活動を通じて，社会における建築や防災のあり方について，関心を持つきっ

かけを生徒に与えることができた。耐震診断が進路選択を決定するうえで大きなきっかけと

なった生徒も少なくない。 

イ 問題解決のための経験の積み重ね 

  現地調査においては，各自がそれぞれ分担する仕事について責任を持って行う。自ら思考・

判断しながら目の前の作業に取り組まなければならない。しかも，調査対象は１軒ごとに状

況が大きく異なるうえ，想定していなかった問題にぶつかることも多い。例えば，一部リフ

ォームを行ったために，工務店が作成した図面に描かれている間取りと，実際の間取りが異

なっていたり，リフォーム等，一切手を加えていないにもかかわらず，筋かいの有無や位置

が図面通りでなかったりすることがよくある。もちろん，最終的には指導者の判断を仰ぐわ

けだが，生徒一人ひとりが主体的に取り組みながら成長していく場となっている。 

  文部科学省は，課題の発見と解決に向けて主体的･協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティ

ブ・ラーニング」）を提唱しているが，本活動はまさにその実践例である。 

ウ 専門知識の習得 

   木造住宅について，「構造」，「計画」，「法規」等の枠組みの中で学ぶだけでなく，「耐震性」

という視点で学習するとともに，実験や調査を通じて実際の建物に触れることにより，学習

内容の理解度が深まった。また，地域の技術者や大学生との専門的な意見交換を行った生徒

たちにとっては，自分が持っている知識を議論に活用する機会となった。 

   もちろん，このような学習活動の機会は，地域住民の協力や，建築分野における「先輩」

である大学生や業者の方々の支援がなければ得られなかったであろう。 

エ コミュニケーション能力の向上 

   公開講座や現地調査では，依頼者から話を聞き，自分が分からないことを質問するととも

に，自分が調べた内容を相手に説明しなければならない。そのためにはまず，話の内容を整

理した形でやり取りする能力が求められる。 

また，基本的な会話である「あいさつ」や「質問」，「お願い」，「お礼」などを，顔見知り

の親や教師でなく，年の離れた初対面の大人たちと交わすのは，生徒たちにとっては緊張感

を伴う経験である反面，基本的なコミュニケーション能力を向上させるための絶好の機会と

も言えよう。 

一方，メディアからの取材を受けたり，大勢の前で研究発表を行うことにより，表現する

ための「度胸」や「熱意」を高めていった生徒も多い。例えば，教室ではそれほど目立った

存在ではない生徒が，研究発表やそれに伴う取材を通して，自分の意見を堂々と述べる姿を

何度も目撃している。 

(2) 今後の展望 

ア 卒業生との連携 

土・日や長期休業中に行われる耐震診断について，耐震研究班で活動した卒業生に参加を

募ると，毎回のように何人ものメンバーが参加してくる。時には在校生の人数を上回る卒業

生が参加し，後輩を引っ張りながら大変意欲的に活動してくれる。したがって，彼らは今で

は活動において欠かすことの出来ないネットワークの一部となっている。 

在校生も，卒業生から大学や企業についての情報をいろいろ聞き出しているようだ。卒業

生との出会いは，彼らの進路選択に大きな影響を及ぼしている。 
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今後，卒業生との連携をきっかけに，彼らが所属する企業や大学，専門学校とのつながり

をより強め，耐震診断以外の活動においても連携の範囲が広がる可能性は十分にある。  

イ 他学科との連携 

   耐震診断を行う際，「どこまで精密なデータを集めたか」によって，診断結果は大きく左右

される。例えば，天井の点検口から遠く離れた位置にある筋かいの有無が確認できなければ，

安全側を見込んで筋かいは無いと判断し，診断結果は低い点数となる。したがって，必要以

上の可能性がある耐震補強をやらなければならなくなるのだ。 

そこで平成２１年度，市川工業高校電気科に「筋かい探査ロボットの開発」を依頼し，電

気科３年生の課題研究班が中心となって活動を行った。また，平成２６年度も同様の研究を

行っている。 

じつは意外に少ない他学科との連携が，このような形で行われたことはもっと注目されて

良いと思う。 

 

９ おわりに 

建物の耐震性について，依頼者にとってはまったくの他人である，それも知識の乏しい工業高

校生が関与することは，責任やプライバシーの点を考慮すると，たとえ診断レベルであっても従

来では考えられないことであった。幸い，本活動を開始して以来，上記の点に関するトラブルは

発生していない。今後は，診断だけでなく補強に関しても，やり方によっては高校生の関与でき

る余地があるかもしれない。ただし，本活動を継続していくうえで，豊富な知識と実務経験を持

つ八島氏の存在は不可欠である。 

 平成１５年度から続けてきた耐震診断は，専門知識を活用したボランティア活動であるが，そ

の主体たる生徒たちもまた，スペシャリストである八島氏のボランティアの指導に支えられなが

ら，学習活動を継続することができた。 

 超高齢化社会を迎える日本においては，仕事をリタイアした後のいわゆる「第二の人生」の生

き方が，従前より模索されていると思うが，人々と支え合い，つながり合うなかで自分の存在意

義を見いだそうとするならば，「ボランティア」はそのひとつの有効な選択肢となり得るだろう。

また，豊富な経験を持つそのような人たちを，学校が積極的に呼び込めば，教育活動の可能性は

飛躍的に高まるのではないだろうか。そしてこのことは，今後の学校教育のあり方についての問

題であると同時に，筆者自身の生き方の問題でもあるのだ。 

最後に，本研究に関して御指導・御協力いただきました本当に数多くの方々に心から感謝申し

上げます。すべての方々のお名前を紹介することはできませんが，その中で，平成１５年度より，

長い間先頭に立って活動を引っ張ってこられた八島信良氏のお名前は挙げたいと思います。また，

平成２６年度末の人事異動により，所属先が千葉県立市川工業高等学校建築科から千葉県立京葉

工業高等学校機械科に変わるという状況の中，両校の先生方による御配慮のおかげで，本研究を

継続できたことも申し添えておきます。 
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